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体外循環離脱後の管理／5．まとめ

臨床工学技士  Ross手術における体外循環法 ………………………………………………… 安藤理香 218

1．標準的体外循環法／2．Ross手術に対応した体外循環の実際／3．Ross手術に対応し

た体外循環におけるポイント

■ 血管

Ⅳ-4． 完全大血管転位症に対する動脈スイッチ手術（Jatene手術）と体外循環法
  －東京大学医学部附属病院－

外科医  完全大血管転位症に対する動脈スイッチ手術（Jatene手術） …安藤政彦，村上　新 223

1．完全大血管転位症の病型分類と病態生理／2．当施設で実際に行っている動脈スイッチ

手術（Jatene手術）／3．臨床工学技士として求められる動脈スイッチ手術の術式のポイン

ト

麻酔科医  完全大血管転位症に対する動脈スイッチ手術（Jatene手術）における麻酔

   …………………………………………………………………………………… 金　信秀 226

1．術前評価と麻酔／2．術中モニタ／3．体外循環離脱後の管理

臨床工学技士  完全大血管転位症に対する動脈スイッチ手術（Jatene手術）における体外循環法

   …………………………………………………………………………………… 柏　公一 229

1．当施設における標準的新生児・小児体外循環法／2．動脈スイッチ手術（Jatene手術）

に対応した体外循環法と手順／3．動脈スイッチ手術（Jatene手術）に対応した体外循環の

ポイント

Ⅳ-5． 修正大血管転位症に対する手術と体外循環法－東京女子医科大学病院－
外科医  修正大血管転位症に対する手術の実際 …………………………… 長嶋光樹，山崎健二 235

1．修正大血管転位症の解剖学，病態生理／2．c-TGAの手術の実際／3．臨床工学技士が知っ

ておくべき知識

麻酔科医  修正大血管転位症に対する麻酔 ……………………………………………… 黒川　智 239

1．c-TGAに対する当院で行われている麻酔法の実際／2．c-TGAに対する手術における

麻酔に関連した注意点

臨床工学技士  修正大血管転位症の手術における体外循環法 ………………………田口英昭 ，南　茂 242

1．当院における小児標準的体外循環／2．c-TGAに対する体外循環の実際／3．おわりに
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Ⅳ-6． Aortic translocation手術と体外循環法－京都府立医科大学附属病院－
外科医  Aortic translocation手術（half-turned truncal switch手術）の実際
   ………………………………………………………………………… 八島正文，山岸正明 247

1．左室流出路狭窄を伴うTGA，DORVの解剖学，病態生理／2．half-turned truncal 

switch手術の実際／3．臨床工学技士が知っておくべき知識

麻酔科医  Aortic translocation手術（half-turned truncal switch手術）に対する麻酔法
   ………………………………………………… 中山力恒，影山京子，志馬伸朗，溝部俊樹 250

1．Aortic translocation手術に対する当院で行われている麻酔法の実際／2．Aortic 

translocation手術に対する麻酔に関する知識

臨床工学技士  Aortic translocation手術（half-turned truncal switch手術）における体外循環法 
   …………………………………………………………………………………… 黒光弘幸 254

1．当院における標準的新生児・乳幼児体外循環／2．half-turned truncal switch手術の

体外循環／3．おわりに

Ⅳ-7． 両大血管右室起始症修復術と体外循環法－埼玉県立小児医療センター－
外科医  両大血管右室起始症（DORV）修復術の実際 ……………………………… 野村耕司 261

1．両大血管右室起始症（DORV）の解剖，病態生理／2．DORV修復術の実際／3．臨床工

学技士が知っておくべき知識

麻酔科医  両大血管右室起始症（DORV）修復術における麻酔 ……………………… 濱屋和泉 264

1．はじめに／2．麻酔法の実際／3．臨床工学技士との連携

臨床工学技士  両大血管右室起始症（DORV）修復術における体外循環法 ……………… 古山義明 266

1．当院における標準的体外循環法／2．DORVに対応した体外循環の実際／3．DORVに

対応した体外循環におけるポイント

Ⅳ-8． 総肺静脈還流異常に対する手術と体外循環法－兵庫県立こども病院－
外科医  総肺静脈還流異常（TAPVC）の解剖学や病態生理，手術術式　　　　　　　　 

   ……………………………………………………………………………… 長谷川智巳，大嶋義博 271

1．疾患の概要／2．TAPVCの病型分類／3．TAPVCの血行動態／4．TAPVCの手術適応／5．

TAPVCの手術術式／6．TAPVCの手術関連知識

麻酔科医  総肺静脈還流異常（TAPVC）手術における麻酔 ……………… 野々村智子，香川哲郎 274

1．術前評価／2．入室から麻酔導入まで／3．執刀から体外循環開始まで／4．体外循環中

／5．体外循環離脱／6．体外循環離脱から手術終了まで－TAPVCに特異的な問題点－

臨床工学技士  総肺静脈還流異常（TAPVC）手術における体外循環法 ………………… 横山真司 277

1．当院における標準的体外循環法／2．TAPVC手術時の体外循環／3．TAPVC手術時の

体外循環のポイント

Ⅳ-9． 大動脈縮窄症・大動脈弓離断症に対する手術と体外循環法－岡山大学病院－
外科医  大動脈縮窄症・大動脈弓離断症に対する術式 …………佐野俊二，笠原真悟，新井禎彦 283

1．定義および病型／2．はじめに／3．手術方法／4．成績
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麻酔科医  大動脈縮窄症・大動脈弓離断症に対する術式に対応した心臓麻酔法
 岩崎達雄，清水一好，戸田雄一郎，杉本健太郎，石井典子，川瀬宏和，森田　潔，笠原真悟，佐野俊二 286

1．術前管理／2．麻酔・術後管理

臨床工学技士  大動脈縮窄症・大動脈弓離断症に対する体外循環法 …………………… 伊藤英史 289

1．当院における標準的新生児・小児体外循環法／2．CoA，IAAの手術に対応した体外循

環法と手順／3．CoA，IAAの手術に対応した体外循環のポイント

■ 血管（冠動脈）

Ⅳ-10．冠動脈異常を合併した先天性心疾患手術と体外循環法
  －神奈川県立こども医療センター－

外科医  先天性冠動脈異常と心臓手術 ………………………………………………… 麻生俊英 293

1．先天性冠動脈異常の種類と病態／2．先天性冠動脈異常を伴う心疾患の手術／3．臨床

工学技士が知っておくべき知識

麻酔科医  冠動脈異常を合併した先天性心疾患手術における麻酔管理 …………… 何　廣頤 296

1．麻酔管理の要点／2．術前評価／3．当センターで行われている麻酔法の実際／4．コミュ

ニケーションの重要性

臨床工学技士  冠動脈異常を合併した先天性心疾患手術における体外循環法 ………… 三浦正也 298

1．当センターにおける標準的体外循環／2．冠動脈異常を合併した先天性心疾患手術に対

応した体外循環の方法と手順／3．冠動脈異常を合併した先天性心疾患手術に対応した体外

循環のポイント

■ 術式

Ⅳ-11．人工心肺下体肺動脈短絡手術（S-Pシャント術）と体外循環法
  －東邦大学医療センター大森病院－

外科医  体肺動脈短絡手術（S-Pシャント術）の実際 …………小澤　司，片山雄三，渡邉善則 303

1．体肺動脈短絡手術（S-Pシャント術）の目的・種類・対象疾患について／2．人工心肺下

でのS-Pシャント術について

麻酔科医  人工心肺下体肺動脈短絡手術（S-Pシャント術）の麻酔法 …… 武藤理香，落合亮一 306

1．はじめに／2．S-Pシャント術における麻酔

臨床工学技士  人工心肺下体肺動脈短絡手術（S-Pシャント術）における体外循環法

   ………………………………………………………………………… 森　伸一，元木康裕 309

1．当院における標準的体外循環法／2．S-Pシャント術に対応した人工心肺操作／3．S-P

シャント術に対応した人工心肺操作のポイント

索引 ……………………………………………………………………………………………………………… 313
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体外循環の基本第Ⅰ章
Ⅰ-1. 人工心肺システム

Ⅰ-2. 人工心肺操作

成人の症例第Ⅱ章
Ⅱ-1． 僧帽弁置換術と体外循環法－佐賀大学医学部附属病院－

Ⅱ-2． 僧帽弁形成術と体外循環法－東京慈恵会医科大学附属病院－

Ⅱ-3． 心室細動下僧帽弁手術と体外循環法－埼玉医科大学総合医療センター－

Ⅱ-4． 心房細動手術（Maze手術，Radial手術）と体外循環法－日本医科大学付属病院－

Ⅱ-5． 虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対する心拍動下僧帽弁形成術と体外循環法
  －東京医科歯科大学医学部附属病院－

Ⅱ-6． 低侵襲心臓外科手術（MICS）における体外循環法－慶應義塾大学病院－

Ⅱ-7． 大動脈弁置換術と体外循環法－久留米大学病院－

Ⅱ-8． ステントレス弁を用いた大動脈弁置換術と体外循環法
  －岩手医科大学附属病院循環器医療センター－

Ⅱ-9． 大動脈弁輪拡大術と体外循環法－名古屋大学医学部附属病院－

Ⅱ-10． 大動脈基部置換術（Bentall手術）と体外循環法－東北大学病院－

Ⅱ-11． 大動脈弁輪拡張症に対する自己弁温存大動脈基部置換術（David-V変法）と体外循環法
  －社会福祉法人三井記念病院－

Ⅱ-12． ホモグラフトを用いた大動脈基部置換術と体外循環法
  －東京大学医学部附属病院－

小児の症例第Ⅲ章
Ⅲ-1． 小切開右側開胸アプローチによる心房中隔欠損症手術と体外循環法
  －千葉県こども病院－

Ⅲ-2． 心室中隔欠損症に対する手術と体外循環法－長野県立こども病院－

Ⅲ-3． 小児における心室中隔欠損症に対する無輸血開心術と体外循環法
  －社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院－

Ⅲ-4． 心内膜床欠損症に対する手術と体外循環法－慶應義塾大学病院－

Ⅲ-5． ファロー四徴症に対する手術と体外循環法－国立循環器病研究センター－

Ⅲ-6． 肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損を伴うファロー四徴症に対するunifocalizationと体外循環法
  －岩手医科大学附属病院循環器医療センター－

Ⅲ-7． 左心低形成症候群に対するNorwood手術と体外循環法
  －福岡市立こども病院・感染症センター－

Ⅲ-8． 単心室治療におけるFontan手術（TCPC）と体外循環法
  －地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院－

Ⅲ-9． Damus-Kaye-Stansel（DKS）手術と体外循環法
  －埼玉医科大学国際医療センター－

「心臓手術の実際 Part 2－外科医が語る術式，麻酔科医が語る心臓麻酔，臨床工学技士が語る体外循環法－」の
CONTENS


